
書　　　名 作　　　者 出版社

1
あきない世傳 金と銀　１　源流篇
（ハルキ文庫た19－15）

高田　郁 角川春樹事務所

2
あきない世傳 金と銀　２　早瀬篇
（ハルキ文庫た19－16）

高田　郁 角川春樹事務所

3
あきない世傳 金と銀　３　奔流篇
（ハルキ文庫た19－17）

高田　郁 角川春樹事務所

4
あきない世傳 金と銀　４　貫流篇
（ハルキ文庫た19－18）

高田　郁 角川春樹事務所

5
あきない世傳 金と銀　５　転流篇
（ハルキ文庫た19－19）

高田　郁 角川春樹事務所

6
あきない世傳 金と銀　６　本流篇
（ハルキ文庫た19－21）

高田　郁 角川春樹事務所

7
あの子の発達障害がわかる本 １
ちょっとふしぎ 自閉スペクトラム症
ASDのおともだち

内山　登紀夫 ミネルヴァ書房

8
あの子の発達障害がわかる本 ２
ちょっとふしぎ 学習障害 LDのおとも
だち

内山　登紀夫 ミネルヴァ書房

9
あの子の発達障害がわかる本 ３
ちょっとふしぎ 注意欠如・多動症
ADHDのおともだち

内山　登紀夫 ミネルヴァ書房

10 ある男 平野　啓一郎 文藝春秋

11
おいしくて体に効くお酢レシピ
（ESSE健康シリーズ）－１日大さじ３
杯でマイナス８歳の体！－

石原　新菜 扶桑社

12
表御番医師診療禄　６　往診
（角川文庫時－う24－６）

上田　秀人 KADOKAWA

13
表御番医師診療禄　７　研鑽
（角川文庫時－う24－７）

上田　秀人 KADOKAWA

14
表御番医師診療禄　８　乱用
（角川文庫時－う24－８）

上田　秀人 KADOKAWA

令和元年度購入図書一覧　（一般書①）
（書名五十音順）



15
表御番医師診療禄　９　秘薬
（角川文庫時－う24－９）

上田　秀人 KADOKAWA

16
表御番医師診療禄　10　宿痾
（角川文庫時－う24－10）

上田　秀人 KADOKAWA

17
表御番医師診療禄　11　埋伏
（角川文庫時－う24－11）

上田　秀人 KADOKAWA

18
表御番医師診療禄　12　根源
（角川文庫時－う24－12）

上田　秀人 KADOKAWA

19
表御番医師診療禄　13　不治
（角川文庫時－う24－13）

上田　秀人 KADOKAWA

20 希望の糸 東野　圭吾 講談社

21 麒麟児 冲方　丁 KADOKAWA 

22 錦繍　改版　（新潮文庫） 宮本　輝 新潮社

23
銀二貫
（幻冬舎時代小説文庫た－43－１）

高田　郁 幻冬舎

24
九月の恋と出会うまで
（双葉文庫ま－22－01）

松尾　由美 双葉社

25
草取りにワザあり！－庭・畑・空き
地、場所に応じて楽しく雑草管理－

西尾　剛 誠文堂新光社

26
小池芳子のこうして稼ぐ農産加工
－味をよくし、受託を組み合わせてフ
ル稼働－

小池　芳子
農山漁村文化協
会

27 こいしり　（文春文庫は37－２） 畠中　恵 文藝春秋

28 こいわすれ　（文春文庫は37－３） 畠中　恵 文藝春秋

29
こちら横浜市港湾局みなと振興課で
す

真保　裕一 文藝春秋

30
言葉の国イランと私
－世界一お喋り上手な人たち－

岡田　恵美子 平凡社



31 さざなみのよる 木皿　泉 河出書房新社

32
さよならの儀式
－８ Science Fiction Stories －

宮部　みゆき 河出書房新社

33 シーソーモンスター 伊坂　幸太郎 中央公論新社

34
慈雨の音 （新潮文庫み－12－55
流転の海 第６部 )

宮本　輝 新潮社

35
自衛隊防災BOOK－自衛隊
OFFICIAL LIFE HACK CHANNEL－

マガジンハウス マガジンハウス

36 失恋天国　（徳間文庫た66－１） 瀧羽　麻子 徳間書店

37 実録天誅組の変 舟久保　藍 淡交社

38
死ぬまで歩きたい！
－人生100年時代と足病医学－

久道　勝也 大和書房

39 常設展示室 原田　マハ 新潮社

40 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋

41
そして、警官は奔る
（双葉文庫た－35－04）

日明　恩 双葉社

42
それでも、警官は微笑（わら）う
（双葉文庫た－35－03）

日明　恩 双葉社

43
チコちゃんに叱られる！
－Don’t sleep through life!－

NHK「チコちゃんに
叱られる！」製作班

小学館

44 父と僕の終わらない歌
サイモン・マクダー
モット

ハーパーコリン
ズ・ ジャパン

45
長流の畔 （新潮文庫み－12－57
流転の海 第８部 )

宮本　輝 新潮社

46
直線で作れて素敵に見えるきものリ
フォーム

ハルメク編集部 ハルメク



47
道頓堀川　改版
（新潮文庫み－12－10）

宮本　輝 新潮社

48
とっても不幸な幸運　新装版
（双葉文庫は－18－02）

畠中　恵 双葉社

49 泣くな研修医 中山　祐次郎 幻冬舎

50 夏井いつきのおウチde俳句 夏井　いつき 朝日出版社

51
夏井いつきの俳句ことはじめ－俳句
をはじめる前に聞きたい40のこと－

夏井　いつき ナツメ社

52 ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤 ダイヤモンド社

53 ノースライト 横山　秀夫 新潮社

54 野の春　（流転の海 第９部） 宮本　輝 新潮社

55
花の回廊 （新潮文庫み－12－54
流転の海 第５部 ）

宮本　輝 新潮社

56
母の教え（集英社新書0953）－10年
後の『悩む力』ー

姜　尚中 集英社

57
haru＿mi　vol.51（2019春）
はるみの鶏肉レシピ、おススメです

栗原　はるみ 扶桑社

58
haru＿mi　vol.52（2019夏）
豆腐、油揚げ、納豆はすごい！

栗原　はるみ 扶桑社

59 ひと 小野寺　史宜 祥伝社

60 ひとつむぎの手 知念　実希人 新潮社 

61 火のないところに煙は 芦沢　央 新潮社

62
ビブリア古書堂の事件手帖
（メディアワークス文庫み４－８）
－扉子と不思議な客人たち－

三上　延 KADOKAWA



63
百万石の留守居役　２　思惑
（講談社文庫う57－17）

上田　秀人 講談社

64
百万石の留守居役　３　新参
（講談社文庫う57－18）

上田　秀人 講談社

65
百万石の留守居役　４　遺臣
（講談社文庫う57－19）

上田　秀人 講談社

66
百万石の留守居役　５　密約
（講談社文庫う57－20）

上田　秀人 講談社

67
百万石の留守居役　６　使者
（講談社文庫う57－21）

上田　秀人 講談社

68 平場の月 朝倉　かすみ 光文社

69 陛下、今日は何を話しましょう
アンドルー・B・アー
クリー

すばる舎

70 ベルリンは晴れているか 深緑　野分 筑摩書房 

71 螢川・泥の河　改版（新潮文庫） 宮本　輝 新潮社

72
魔法のつっぱり棒でお部屋が変わる
－散らかった場所が今すぐキレイに、
おしゃれに！－

竹内　香予子 扶桑社

73
満月の道 （新潮文庫み－12－56
流転の海 第７部 )

宮本　輝 新潮社

74 麦本三歩の好きなもの 住野　よる 幻冬舎

75 冥界からの電話 佐藤　愛子 新潮社

76
もっと素敵に着物リフォーム
－柄や風合い、布の種類に合わせて
大切な着物を華やかにリフォーム－

藤岡　幸子 成美堂出版

77 ゆえに、警官は見護（みつめ）る 日明　恩 双葉社

78 レポート・論文の書き方入門　第４版 河野　哲也
慶應義塾大学
出版会



79
論文の教室　新版（NHKブックス
1194）
－レポートから卒論まで－

戸田山　和久 NHK出版

80
わたし、定時で帰ります。 （２）ハイ
バー

朱野　帰子 新潮社


